
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

 

この度の東北関東大震災により亡くなられた方にはご冥福をお祈りすると共に、被害を受けられた皆

様に対しまして心よりお見舞い申し上げます。 

会員の皆様には被害を受けられた方はございませんでしたでしょうか?ご親戚の方はいかがでしたで

しょうか？常磐沿線には北総の会員さんが多いので、この度の大きな災害が発生した地域に親類縁者が

多いのではないかと推察し、心を痛めております。 

 3 月に予定した 3 行事はすべて中止致しました。それぞれのコース担当者には予定した集合駅まで何

とか行ってもらい、集まってきた参加者には説明してお帰り願いました。中止した行事はいずれ実施す

る機会を作りたいものと考えております。 

 被災された皆様の再建への第一歩が 1 日でも早いことを願い、健康に留意されますことをお祈り申し

上げます。そして、皆様とウオーキングを楽しむ日が 1日も早く訪れることを願っております。 

 

 

 

 

 

 

☆ 協賛行事 古都鎌倉散策 約 6㎞  北総歩こう会も加盟 （ＩＶＶその他の認定は有りません） 

主 催／柏市ウオーキングネットワーク ☎04-7132-4460秋山 

日 時／4月 29日（祝） 8時 00分（時間厳守） 団体歩行  参加費／300円（拝観料は個人負担） 

集 合／ＪＲ柏駅中央改札口前 7時 30分より受付開始 小雨決行 

交通費／ ホリデーパス利用で往復 2.300円です  解 散／14時 30分頃 光則寺（鎌倉駅へ案内） 

コース／柏駅～日暮里駅乗換～東京駅乗換～北鎌倉駅下車～浄智寺～葛原岡神社～源氏山公園～銭洗 

弁天～佐助稲荷～鎌倉大仏～光則寺（解散）～鎌倉駅（案内） 

 

☆5月特別例会 第 8回我孫子・大正浪漫ウオーク 7／15／23 ㎞  

   《500選１２－０１》 《W日本 1800 ①②コースは我孫子市 ③コースは我孫子市と柏市を認定》 

 主 催／北総歩こう会  ☎ 04-7145-1620中山 

後 援／（社）日本ウオーキング協会・我孫子市教育委員会・柏 市  

日 時／5月 1日(日)  自由歩行・団体歩行 

会 場／我孫子市手賀沼公園（JR常磐線我孫子駅南口徒歩 10分）案内あり 

参加費／事前申込み\500・当日参加\700（我孫子市民・柏市民\500）・中学生以下は無料･小学生以下は保

護者の同伴を要す（歩行傷害保険料を含む） 

① 7㎞大正浪漫コース 受付 9時～ 出発式 9時 40分～ 団体歩行 

② 15㎞手賀沼北岸、谷津田コース 受付 9時～ 出発式 9時 40分～ 自由歩行 

③ 23㎞手賀沼西半周、手賀沼北岸遊歩道、谷津田コース 受付 8:20～ 出発式 9時～ 自由歩行 

ゴール/ 3 コース総て 15時までにゴールをお願いします 

北 総 歩 こ う 会 
（１） 
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☆5月平日ウオーク つくばりんりんロード W 10,15,20,40,㎞ （コースﾘ-ﾀﾞー 林 克彦 ） 

日 時／ 5月 11日（水）40㎞は 7時 30分・その他は 9時 00分 全コース自由歩行   

参加費／会員 100円・CWA200円・その他 300円  

集 合／りんりんロード入口（JR常磐線土浦駅西口徒歩 5分） 

解 散／16時 30分頃 出発点と同じりんりんロード入口（JR常磐線土浦駅西口徒歩 5分） 

コース／土浦駅～りんりんロード（虫掛休憩所～藤沢休憩所～つくば休憩所）～土浦駅 

      各コース（40㎞・20kmＡ・20㎞Ｂ・15㎞・10㎞コース）折り返し式の自由歩行 

○みどころ／筑波鉄道の廃線跡に沿って作られた自転車・歩行者道路です。古くからパワースポットで知ら

れている筑波山のふもとを巡り、英気を取り込んでみませんか？ 

 

☆5月例会 今見ておきたい！レトロ建築 20選  13㎞  （コースリーダー 軍地恒四郎） 

日 時／5月 21日（土）9時 00分 団体歩行    参加費／会員及び CWA無料・その他 300円 

集 合／JR上野駅パンダ橋口広場（上野駅パンダ橋口改札徒歩 1分） 

解 散／ 15時 00分頃 数寄屋橋公園（JR有楽町駅へ徒歩 3分） 

コース／JR上野駅～横網町公園（ｗｃ）～浜町公園（昼食・ｗｃ）～三越本店～日本銀行本店～日本橋～築 

地本願寺～数寄屋橋公園（解散）～JR有楽町駅（案内） 

○みどころ／昨年 10月に実施したレトロ建築めぐりの第 2弾。今回は上野駅パンダ橋口広場を起点に、 蔵 

前橋を渡り、両国、日本橋、京橋、築地と回って、銀座 4丁目の和光に至るさまざまなレトロ建築 を見て歩く。 

 

☆6月平日ウオーク 白井の里山ウオーク 11／20㎞  （コースﾘ-ﾀﾞー 筒井寿一 ） 

日 時／ 6月 1日（水）9時 00分 団体歩行 《Ｗ日本 1800：白井市・船橋市・鎌ヶ谷市》 

参加費／会員 100円・CWA200円・その他 300円  

集 合／ヤオコー前広場 （新京成線三咲駅徒歩 1分） 

解 散／ 11㎞コース 13時 30分頃 北総線白井駅   

20㎞コース 16:00頃 新鎌ヶ谷駅（東武野田線・新京成線・北総線）   

○みどころ／船橋北部・白井市内・鎌ヶ谷東部の森と小川と里山へ、野鳥と馬と街道を訪ねて。変化に富ん

だ自慢のコース。 

 

☆6月例会 流山市の紫陽花めぐり  14㎞  （コースリーダー 和田武年） 

日 時／6月 19日（日）9時 00分 団体歩行    《Ｗ日本 1800：柏市・流山市》 

集 合／南柏西口児童遊園（ＪＲ常磐線南柏駅徒歩 2分） 参加費／会員及び CWA無料・その他 300円 

解 散／ 15時 00分頃 南流山 3号公園（JR武蔵野線・つくばエクスプレス線南流山駅へ徒歩 2分） 

コース／JR南柏児童遊園～東部公民館（ｗｃ）～紫陽花通り～寶蔵院～前ヶ崎城跡（ｗｃ）～八木川遊歩道 

～春山寺～運動公園の紫陽花（昼食・ｗｃ）熊野神社～思井福祉会館（ｗｃ）～東福寺～3号公園～南流山駅 

○ みどころ／本日の目玉である前ヶ崎の通称「あじさい通り」は地元のＡさんが 20年近く前からご近所や自 

治会の協力も得て地道に根付かせた成果です。今では 15 品種、400 株もあるそうです。御期待下さい。その

他流山市南西部地域の名所旧跡を巡ります。 
 

    

集合時間は毎回 9:00 解散は 12:00 頃   参加費：会員 100円・会員以外 200円 

 

☆ 5月 28日(土) 都電荒川線と旧古河庭園の薔薇を見に行く 約 9㎞   (担当：石原洋二) 

  集合：JR常磐線 南千住駅    解散：旧古河庭園 ＪＲ上中里駅へ 6分又は駒込駅へ 12分  

旧古河庭園入園料：一般\150・65歳以上\70は個人負担ですが、是非入りたいです 

☆ 6月 11日(土) 我孫子のあやめ  

 

【編集後記】  3/10 は「東京大空襲」で多くの一般市民が犠牲になったおぞましい記念日であったが、その翌

日に「東北関東大震災」が発生した。3月は 3回ある行事を 1度も開催することなく、その後始末に追われる羽目

になった。災害現地の映像は涙無しには見られない。そして自分に今、何が出来るかを考えた。 ―歩遊人― 

編集担当  和田 武年   〒270-0121  流山市西初石 6-187-43   Tel・Fax 04-7154-0170 

（2） ホームページは北総歩こう会と打ち込んで、検索をクリックでどうぞ・リンクしても見てね 

 

１． やあ ! お早よう  明るい挨拶  さわやかに 


